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■ 学会活動報告
学会活動日誌（平成 24年 7月）
○臨時理事会

○精神神経学雑誌編集委員会
日時：7月 7日（土）
場所：学会事務所 会議室

日時：7月 1日（日）
場所：学会事務所

会議室

議題：1. 参事の件について
2. 公益法人化に関しての理事会表決
1）定款最終案について

○ PCN 編集委員会
日時：7月 7日（土）
場所：学会事務所 会議室
議題：1. 編集委員改選結果について

2）入会および退会規定について

2. EIC の交代について

3）会費規程について

3. Impact Factor の報告

4）役員の報酬等および費用に関する規程

4. Invited Review について

について

5. Virtual Issue の提案

5）その他諸規定について

6. Annual Report の報告

6）公益法人移行認定申請書作成に

7. 2013年の出版計画について

関する理事長一任について
7）定款（案）・諸規定（案）の軽微な
変更に関する理事長一任について
3. 牧さん（元事務局長）を偲ぶ会の運営に

8. Supporting Information（オンラインの
みで出版される補足資料）について
9. 今後の委員会開催について
10. その他

関して
4. 事務局職員の採用について
5. その他

○専門医制度委員会内「試験委員会」
日時：7月 8日（日）
場所：学会事務所 会議室

○教育に関する委員会内「精神鑑定部会」
日時：7月 1日（日）
場所：学会事務所

議題：1. 第 4回新規試験について
2. 今後のスケジュール

会議室

議題：1. 次年度学術総会について
2. テキスト作成について

○法委員会
日時：7月 14日（土）

1）章立てについて

場所：学会事務所 会議室

2）執筆者について

議題：1. 法委員会の今後 1年の活動について

3. 当面の作業について

2. 札幌総会のシンポジウムの振り返り

4. その他

3. 国立病院機構との話し合いについて
4. 医療観察法の調査について

○理事長補佐会議

5. 精神科医療の今後についての情報分析

日時：7月 7日（土）
場所：学会事務所

6. その他

会議室

議題：1. 平成24年度第3回理事会の議題について
2. その他
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○精神医療・保健福祉システム委員会

○研究倫理委員会

日時：7月 14日（土）

日時：7月 21日（土）

場所：学会事務所

場所：学会事務所 会議室

会議室

議題：1. 前回議事録の確認

議題：1. 倫理綱領の検討継続について

2. 新理事会体制と委員会活動について

2. 倫理審査に関する検討

3. 札幌総会 5疾病 5事業に関するシンポ

3.「ブレインバンク倫理指針」に関する

ジウムについて
4. 医療保護入院に関する調査について

その後の経緯について
4. 次回開催について

5. 今年度の委員会活動について
6. 次回委員会予定について
7. その他

○理事会
日時：7月 21日（土）
場所：学会事務所 会議室

○専門医制度委員会内「試験委員会」

議題：1. 組織運営関連

日時：7月 15日（日）

2. 総会関連

場所：学会事務所

3. 委員会関連

会議室

議題：1. 第 4回新規試験について

4. その他

2. 今後のスケジュール
○臨時評議員会・臨時総会
○専門医制度委員会内「卒後研修委員会」

日時：7月 22日（日）

日時：7月 15日（日）

場所：東京国際フォーラム

場所：学会事務所

議題：1. 定款（案）について

会議室

議題：1. 5月 24日委員会議事録承認

2. 入会および退会規程（案）について

2. 研修手帳審査の報告

3. 会費規程（案）について

3. 指導医講習会について

4. 役員の報酬等および費用に関する規定

1）福岡の準備
2）東京の会場
4. テキスト印刷の会社の決定，他社見積
もりとの比

について

5. 専門医のアンケートの結果について
6. 札幌総会シンポジウムについて

（案）について
5. その他諸規程（案）について
6. 公益法人移行認定申請書作成に関する
理事長一任について
7. 定 款（案）
・諸 規 程（案）の 軽 微 な 変 更
に関する理事長一任について

7. 問い合わせの対応について
○精神科病名検討連絡会
日時：7月 20日（金）
場所：学会事務所

会議室

議題：1. 議長，議事録署名人（書記）の選出
2. 第 5回連絡会の議事録の承認
3. うつ病関連用語（主に病名）のガイドラ
イン（案）の検討
4. 次回開催について
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○精神保健従事者団体懇談会

○専門医制度委員会内「資格・研修施設認定委員会」

日時：7月 28日（土）

日時：7月 29日（日）

場所：学会事務所

場所：学会事務所 会議室

会議室

議題：1. 平成 23年度監査報告
2. 平成 24年度予算書（案）
3. 一定の病気等に係る運転免許制度の
在り方について

議題：1. 研修施設および指導医認定審査申請書の
申請時期について
2. 研修施設認定と指導医認定をめぐるQ&A
3. 精神科専門医制度規則施行細則について

4.「プレジデント」誌掲載記事について

4. 指導医認定について

5. 生活保護制度の見直しの動向について

5. 実績報告書について

6. 関連施策の動向について

6. 研修施設認定期間について

1）障害者総合支援法
2）精神科医療の機能分化と質の向上に

7. 新規研修施設および指導医審査申請書の
審査

関する検討会
3）新たな精神保健医療体制の構築に
向けた検討チーム（第 3ラウンド）
4）その他
7. その他

○教育に関する委員会内「精神鑑定部会」
日時：7月 29日（日）
場所：学会事務所 会議室
議題：1. 前回議事の確認
2. テキスト各章のアウトラインの検討

○教育問題委員会内「精神療法部会」
日時：7月 28日（土）
場所：学士会館
議題：1. テキスト作成の締切確認と進捗情報報告
2. 相見積もり結果検討
3. 次年度シンポジウムの詳細について
4. 全国研修会詳細について
5. 映像教材第 1巻デモテープ進捗状況
6. 今後の開催予定について
7. その他

3. 執筆要綱・期限について
4. 今後のスケジュール

